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８月２２日

第3634回例会

ゲスト卓話「静岡市歴史博物館とともに」

◦ロータリーソング◦
副ソングリーダー
杉本 忠重君

◦会

長

挨

拶◦

会長 望月啓行君
みなさん、こんにちは。お盆はいかが過ごされ
たでしょうか？台風も来ましたが、暑い日が続
きました。ここで皆様に涼しげな映像をみてい

◦ゲ ス ト 紹 介◦

ただこうと思います。この映像はどこの映像か

ジョセリン ネオ・ワンティンさん

わかりますか？田丸屋のわさび田の映像です。

三島ＲＣ 村田 笑子さん

わさびは夏でも涼しいところで出来ています。
本日は、私の職業でもある、このわさびの話を

して行きたいと思います。そして今回も「５分

的になっています。
「わさび」という日本発祥

でわかる」にしていきたいと思います。わさび

の辛味は非常におもしろいと評価を受けている

は日本原産の香辛料となっています。日本原産

ということになります。ここで少しまとめてみ

の香辛料は、
「わさび」と「山椒」だけであり、

たいと思います。日本原産・静岡市発祥・静岡

日本が世界に誇れる食材です。また、生育に１

県生産額一位、機能性、世界から注目、という

年半～２年という本当に長い間かけて作られま

面から私たちは
「わさびは静岡の誇るべき食材」

す。そしてわさび田はいつも綺麗な水が流れて

であると考えてます。さて、次に「わさびに未

いないと育ちません。品種は代表的には２種類

来があるか？」という事を少し見ていきたいと

あります。真妻の方が値段も高く、栽培年数も

思います。わさびの世界市場ですが、国際的な

２年くらいかかります。緑系はこちらの方が安

マーケティング会社が５年で１０％強伸びると

いです。両方とも違う美味しさがありますが、

予想されています。これは健康志向の高まりが

辛味でいうと 真妻の方が高くなっています。

理由です。また、工業品もいろいろ出始めてお

さて、
「わさび」は静岡市が世界に誇れる食材

りマーケットも広がっています。しかしながら

です。私が山葵屋なので手前味噌になりますが、

生産量は年々減っています。なぜ生産量が減っ

是非今日はこれをお話ししたいと思います。ま

ているか？まずは環境の変化で水量が減ってい

ず、静岡市は初めて山葵栽培がおこなわれた場

ます。また水が湧き出る場所も変わってきてい

所です。それまでは自生のわさびしかなかった

る。そして生産者の高齢化、若者のわさび離れ

のですが、静岡市からわさび農業のビジネスが

があります。
世界農業遺産にも認定されている、

はじまったということになります。また、今日

栽培も含めた「わさび文化」を静岡でどのよう

は静岡市歴史博物館の中村館長も来ていただい

に守っていくか？これがこれからの課題になり

ていますが、徳川家康が静岡に戻ってきた時に

ます。ここで、最後に私がお願いしたい事「是

静岡市のわさびの味が美味しいために門外不出

非わさびをたくさん食べてわさび文化を守って

にしたという逸話も残っています。静岡県でみ

いきましょう！」
。以上で本日の挨拶を終了し

てみると、わさび生産額は日本でトップ、取引

たいと思います。ありがとうございます。

金額で言うと７５％のシェアをもっています。
ました。これは貴重でユニークな方法で栽培さ
れている農作物に認定されると言うことで、静
岡の有東木から始まったわさび栽培は世界的に

“WASABI”は日本原産の香辛料
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２０１８年には「世界農業遺産」にも認定され

５分で分かる



日本原産のアブラナ科のワサビ属に分類
日本原産の香辛料は？①わさび②山



わさびの学名は、
Wasabia-Japonica
数少ない日本原産の香辛料。
古くから深山の谷沢や渓流に自生。



栽培期間は１年半から２年



年間水温が一定の清涼な渓流の側で
育つ

「わさび」
静岡ロータリークラブ
会長 望月 啓行

わさび田


沢わさびは、豊富で綺麗な水温13 - 16℃の水と、透水性が良い土壌が必要。肥料等は必
要ないが、大量の水が必要、場所が限られ難しい作物。栽培期間は一年～一年半。

わさびの品種（赤系・緑系）


赤系（真妻）

 緑系（鬼緑）

評価されているという事になります。また、わ
さびは体にもよいという事がわかっています。
抗カビ、食欲増進、抗酸化、血栓予防、抗がん、
そして骨も強くする作用があるという事が研究
されています。そして海外でもわさびが今一般

畳石式（静岡県他）

平地式（長野県他）

静岡市はわさび栽培発祥の地
４００年前に日本で初めて
静岡市有東木でわさび栽培始まる

「わさび」は静岡市が
世界に誇れる食材

◦新 会 員 紹 介◦

静岡と「わさび」

徳川家康とわさび


静岡県有東木で栽培されたわさびを
徳川家康（1542-1616）に献上した
ところ、味の良さと、大変気に入り、
栽培方法を門外不出にしたと言われ
ています。

静岡は「食の都」：食の部門での日本一は90種類。それでは「わさび」はどれくらい
か？
わさびの産出額（平成28年）(億円）
区分
産出額

1位
静岡県

割合

2位
長野県

40

75%

3位
岩手県

8

15%

全国
3

53

6%

100%

わさびの栽培面積（平成29年）（ヘクタール）
区分

1位

2位

静岡県

新潟県

栽培面積

120.4

割合

3位
岩手県
92

32%

24%

56.8
15%

全国
377.2
100%

水わさびの栽培面積（平成29年）（ヘクタール）
区分
栽培面積

1位
静岡県
113.2

割合

徳川

食料および生計の保障：地域の「生計」への貢献



生物多様性および生態系：生物多様性の保全とともに、
生物が「地域農業に貢献」しているか



知識システムおよび環境適応技術・継承



「地域の文化、価値観」になり、社会組織されている



優れた景観および土地と水資源管理の特徴



世界的（国家的）な重要性：「例を見ない」「世界の農
業の発展や環境保全」への貢献への役割



歴史的な重要性：「歴史的価値」「伝統的であることが
証明」



現代的な重要性：「現代」においても伝統的な農林水産
業が地域にとって重要な役割を果たしているか

51

20%

2位
長野県

全国
51

255.9

20%

100%

家康

2018年「世界農業遺産」畳石式が認定


44%

2位
新潟県

小林 和則さん
（こばやし かずのり）

わさびの機能性
抗菌性と抗カビ性

骨増強作用

食欲増進作用

抗発ガン作用

抗酸化作用

抗下痢作用

血栓予防作用

●●●●●●●●●●●●●●●●●

海外での「わさび」

「わさび」

シーズニングでの展開

フュージョンシーンでの活用

菓子とのコラボ商品

日本
原産

静岡市
発祥の地

静岡生産額
一位

ユニークな
味覚

様々な
機能性

世界から
注目

日本・静岡の誇るべき食材

●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●

わさびの世界市場の予想

「わさび」に
未来はあるか？

2021年～2025年の間10.11%の
CAGRで拡大し、同予測期間中に3億
2,878万米ドルの成長が見込れる。
市場を牽引しているのは、わさびの
健康効果に対する意識の高まりと、
日本食への需要の高ます。
TechNavio (Infiniti Research Ltd.)

様々な工業品への展開

しかし生産量は減っている

わさび抗菌シート「ワサパール」→
株式会社ケーエスピー 様

●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●

←わさびを使ったサプリメント
NOMON株式会社 様

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

なぜ生産量は減っているか？
 環境の変化→温暖化で水量の減少

◦委 員 会 報 告◦

 水系の変化

 生産者の高齢化

 若者の「わさび離れ」

→わさび文化をしっかりと守っていきたい

会員増強委員会 石川雅章君
８月２９日（月）会員増強ア
ワー クラブフォーラム（Ｉ
ＤＭ）Ⅱについての案内があ
りました。
藤田博久君
９月１１日（日）静岡第三グ
ループ合同奉仕例会と第一回
ＤＭ会についての案内があり
ました。
◦幹

事

報

告◦

幹事 藤田博久君
次回、８月２９日例会は、通常例会として行
います。

志田洪顯君・番匠俊行君
◦前年度会計報告

本年度予算報告◦

新入会員の小林和則さんをよろしくお願いし

山田知広君

ます。

資料を配布し詳細の説明がありました。

小林和則君
入会承認ありがとうございます。今後ともよ

◦監

査

報

告◦

ろしくお願いします。

杉本忠重君

稲葉豊君

書類には問題がないことの説明がありました。

誕生祝いありがとうございます。
山田知広君

◦お め で と う◦
【誕生祝い】

結婚記念のキレイなお花ありがとうございま
す。●●年経ちました。これからも精進します。

●月●●日 牧田静二さん
◦出

●月●●日 稲葉豊さん
●月●●日 戸野谷宏さん
●月●●日 伴野隆一郎さん

例会日

席

報

告◦

全会員数

出 席
会員数

108（107）

現地 69 名
Zoom 2名

（出席計算人数）

欠 席 暫 定
会員数 出席率

71 名

●月●●日 若松誠さん

8/22

●月●●日 佐藤長巳さん
●月●●日 荻野淳さん

37 名

66.35 ％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！
なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに
変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

【結婚記念日】
●月●●日 平城隆司さん・雅恵さん
●月●●日 山田知広さん・広美さん
●月●●日 河野誠さん・佳子さん

◦ゲ ス ト 卓 話◦
「静岡市歴史博物館とともに」
静岡市歴史博物館 館長 中村羊一郎さん

◦ス

マ

イ

ル◦

仮オープン約１か月で

満席テーブル・・・志田さんテーブル、加藤

１０，０００人の来場者があ

さんテーブル

り、博物館のオープンまでの

牧田静二君

歴史とその目的、展示室の現

●●歳の誕生日のお祝いありがとうございま

在の様子、パノラマについて説明がありまし

した。昔、当クラブには私を含めて７名の同

た。次に、北原白秋によるちゃっきり節誕生

級生が在籍しておりました。今は私一人残っ

秘話、広沢虎造の浪曲、松尾芭蕉の詠んだ歌

ています。亡くなった旧友達のことを思うと

の解説を中心にお茶の宣伝の歴史について話

感無量です。

がありました。

〝米寿を迎え 今日あることの有難さ″

